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原稿締め切り日

投稿のページ

原稿は郵送かご持参、または市ホームページから電子申請で受け付け／政治・宗
教・営利に関するものは掲載不可／問い合わせは各文末の代表者へ。市は関与し
ていません／特に記載のないものは原則無料／掲載後に苦情があったものは、今
後の掲載を見合わせていただきます／掲載された記事は、市ホームページで広報
ひのＰＤＦ版・テキスト版にも掲載されます

 

★パソコンを趣味として人生を楽し
く過ごしませんか？　４月５日～９
月２７日の毎週木曜日午後３時３０分～
５時３０分／豊田駅北交流センター／
キーボード入力できる６０歳までの方
対象／若干人／月２千円／ＰＣドッ
トカム（大野�０９０－３０８９－７８７８）へ
申込
★デジカメ写真の「レタッチ（編集
・加工）入門講座」　 ４月９日�・
１６日�・２３日�・３０日（ 振休 ）午後３時
～５時／豊田駅北交流センター／２
千円／七生パソコンクラブ（村上�
５９２－９５１８）へ申込
★和紙ちぎり絵体験講習会　４月１０
日�午後１時３０分から／東部会館／
１０人／５００円／おしぼり持参／奥田
（�０９０－２４２７－７７９０）へ申込
★日野市ダンススポーツ連盟社交ダ
ンス初心者講習会　４月１０日からの
毎週火曜日午後７時～８時４５分（１０
回）／五小※指導あ

り／４月７日�ま
でにハガキで。住所、氏名、電話番
号を記入し、〒１９１－００１４上田４７６平
野孝一（�５８１－０８９１）へ
★パソコン入門教室　４月１１日～６
月２７日の毎週水曜日午後０時３０分～
２時３０分／豊田駅北交流センター／
基礎、文字入力、メールほ

か／２０人／
１回５００円／まちづくりフォーラム・
ひの（松村�５８２－００７０）へ申込
★日野の自然を守る会から　�観察
会「多摩の川原はピューピューだ・
童謡シリーズ４」…４月１４日�午前
９時３０分万願寺駅改札集合／富士
（�０４２－７７２－５３００）�ミニ観察会
…�奥武蔵ウオッチング１９野上駅・
葉原峠（一般向き）／４月１５日�午
前７時５０分八王子駅１番線集合�中
央線沿線ウオッチング７３東桂駅・倉
見山（やや健脚向き）／５月３日�
午前７時４０分ＪＲ高尾駅４番線前寄
り集合／山本（�０４２－６２１－０９３４午
後７時以降）／いずれも雨天中止／
費用等、詳細は問い合わせを
★子どもや教育を語ろう＆子どもに
とっての水や太陽�　４月１４日�午
後２時～４時／ひの社会教育センタ
ー／お子さん、若者、高齢者歓迎／
椿坂（�５９１－２２６７）
★古典文学講座　源氏物語…４月１７
日～７月１７日の毎月第１・第３火曜
日、平家物語…４月１２日～７月１２日
の毎月第２・第４木曜日／いずれも
午前１０時～正午／社会教育協会ゆう
りか（豊田駅北口）／費用等、詳細
は問い合わせを／同協会（�５８６－
６２２１）
★トータルフィットネス・健康体操
４月２４日�～９月２５日�午前１１時１０
分～午後０時４０分（１０回）※詳細は

講習・学習会講習・学習会
問い合わせを／実践女子学園生涯学
習センター（大坂上）／講師・春山
文子氏（実践女子大学教授）／１万
６千８００円／タオル、運動用上履き
持参※ズボン着用で／同センター
（�５８９－１２１２�５８９－１２１１）へ申込
 

★「ダンスサークル四季の会」ダン
スパーティー　４月７日�午後６時
３０分～９時、１５日�・２１日�午後１
時３０分～４時／新町交流センター※
１５日はひの社会教育センター／各回
５００円／同会（川畑�０９０－８８９２－
８９３８）
★「優雅」社交ダンスパーティー　
４月８日�・１５日�・２９日�午後１
時～４時／新町交流センター※初心
者歓迎／各回７００円（果物、飲み物付
き）／同会（高橋�０９０－３５３２－３７９４）
★子連れお散歩かんさつ会　４月８
日�午前１０時京王動物園線多摩動物
公園駅改札集合／都立七生公園／乳
幼児連れの親子歓迎／１００円※子ど
もは１家族何人でも１００円／飲み物、
おやつ持参※動きやすい服装で／村
岡（�５９１－８４４１）へ申込
★アメリカ人の先生と英語で遊ぼう
「イースターの卵作りと宝探し」　
４月１３日�午前１０時～１０時４５分…２
～３歳児、午前１１時～１１時４５分…１
～２歳未満児対象／四ツ谷地区セン
ター／各回８人／２００円／保谷（�・
�５８７－７９８１）へ申込
★わくわくお話会　４月１５日�午後
２時から／中央図書館／幼児～成人
対象／子すずめの会（清水�５８６－
７２３０）
★映画上映会「地下鉄（メトロ）に
乗って」　 ４月１５日�午後３時４５分
から／市民会館大ホール／先着順で
１人２枚まで／４月１３日�までにＡ
ＳＡコールセンター（�５２７－０６４３月
曜～金曜日午前１０時～午後５時）へ
 

★フリーマーケット出店者募集　４
月７日�午前１０時～午後３時／日野
中央公園／５０店舗／１区画１千５００
円／リユース・コネクト（�０３－６３８０
－６２８５）へ申込
★遺言・相続の無料相談会　４月８
日�午後１時～５時／生活・保健セ
ンター／１０人／高齢者支援センター
（石川�５８６－２９１６）へ申込
★総合防災訓練　４月８日�午前１０
時から／日野中央公園／煙ハウス、
初期消火、応急救護※お子さんはミ
ニ消防車に乗れます／１５０人／東神
明自治会　（林�５８３－６２６８）
★  好 会から　�中国の家庭料理を

はお

作ってみませんか？…４月８日�午

もよおしもよおし

ごあんないごあんない

 　 
にい

前１０時～午後１時／中央公民館高幡
台分室／水餃子ほ

か／１千円／エプロ
ン、タオル、３０�程度の麺棒、持ち
帰り用容器持参／同会へ申込�中国
ホームステイの参加者募集…７月２０
日�～８月２９日�／費用等、詳細は
中央公民館高幡台分室で実施の説明
会（開催日時は問い合わせを）に参
加を／同会（ 趙 �０９０－６０２４－７０５０）

ちょう

★ベビーマッサージ　４月９日�午
前１０時３０分～正午／新町交流センタ
ー／３～９カ月児と保護者対象／
３００円（オイル代ほ

か）／バスタオル、
おしぼり、お子さんの飲み物持参／
子ども人権サポーターの会（岩見�・
�５９２－１７１９）へ申込
★ボランティア募集　月曜・火曜・
金曜日いずれかの午前１０時～午後２
時／昼食作り（１回１０食程度）／Ｎ
ＰＯ法人やまぼうし・ワークショッ
プおちかわ屋（佐藤�５９２－０６０１）
★非常勤職員募集　週１～４日／グ
ループホームげん（豊田）／障害者
の介護・家事等／男性対象※ヘルパ
ー２級等の有資格者歓迎／同施設
（ 栗  生 �５８１－７９３９）

くり う

★ヘルパー募集　週１日から／主に
日野市内／障害者の介助／ヘルパー
２級以上の有資格者対象／ヘルパー
ステーションみずぐるま（嶋本�５８１
－７９４７）
★ひの社会教育センターから　�中
高年社交ダンス入門…４月１０日�～
６月５日�午後１時３０分～３時�沖
縄三線�津軽三味線�男の料理・基
礎編�大人のピアノレッスン�アコ
ーディオン入門講座／いずれも費用
等、詳細は問い合わせを／同センタ
ー（�５８２－３１３６）
 

★操洋会教室展　４月３日�～８日
�午前１０時～午後５時※３日は午後
１時から、８日は午後４時まで／市
民会館展示室／油彩、水彩、パステ
ル画／出水（�５９１－４７９９）
★日野波の会水彩画・アクリル画作
品展　４月３日�～８日�午前１０時
～午後６時／とよだ市民ギャラリー
／星野（�５９４－４５７５）
★日野アクリエ会作品展　４月５日
�～１０日�午前１０時～午後７時３０分
※１０日は午後５時まで／ブリッジギ
ャラリー（聖蹟桜ヶ丘ＳＣ５階）／
アクリル絵画／平澤（�５８３－２１６９）
★ファミリー・オペラコンサート　
４月７日�午後２時から／市民会館
小ホール／出演・佐藤一昭（テノー
ル）、浅川少年少女合唱団／２千円
※中学生以下１千５００円／劇団「ひ
の」（�５８４－３４３６）へ申込
★活元運動を取り入れたヴォイスト
レーニング　４月７日�午後５時～
７時３０分／浅川苑／声を良くしたい
方対象／１千円／ズボン着用で／ヴ
ォイストレーニングサークル（松野
�０９０－４７５５－１５１８）
★フォルクローレコンサート　４月
８日�午後２時３０分から／ならの木
（東豊田）／１千５００円（菓子、飲み
物付き）／曲目・コンドルは飛んで
ゆくほ

か／ならの木文化サークル（奈
良�５８４－８０４９）へ申込
★多摩川石遊会水石展　４月１４日�
・１５日�午前１０時～午後４時／高幡

美術・音楽美術・音楽

不動尊宝輪閣／同会（矢島�５８３－
４８６９）
★うたごえｉｎひの　４月２１日�午
後６時～９時／多摩平の森ふれあい
館／青春歌等の大合唱／８００円（軽食
付き）／前田（�０９０－８８１１－４０１２）
★日野市立病院内美術作品展示希望
者募集　５月末から半年間展示／４
月２０日�（必着）までにハガキで。会
の名称（原則団体、個人も可）、作品
の種類（平面は６５�×５３�以内、立
体は要相談）、会員数、出品予定数、
会の責任者の住所、氏名、電話番号
を記入し、〒１９１－００６２多摩平６－
１３－３ヒール・アート事務局高尾正
子（�・�５８６－６９３５）へ
 

★日野市ソフトテニス連盟から　�
中級者講習会…４月５日�午前９時
～午後５時／旭が丘中央公園テニス
コート／３００円（コート代ほ

か）／目黒
（�５９１－６６０５夜間）�春季団体戦…
４月１５日�午前９時～午後５時※予
備日２２日�／多摩平第１公園テニス
コート／１部・２部（男女混成可、
３組）／１組４千５００円／４月９日�
までに同連盟（内野�５２６－４１６１）へ
★日野市空手道連盟体験教室　４月
７日�・１４日�・２１日�午後１時か
ら／日野自動車健保プラザ（日野台）
／小学生以上対象／５００円／動きや
すい服装で／同連盟（ 古  怒  田 �０８０－

こ ぬ た

５６４６－２５４３）
★日野市ミニテニス連盟初心者教室
４月１４日�午前９時～正午／潤徳小
／初心者対象／３００円（保険料ほ

か）／
運動用上履き持参※ラケット貸与／
同連盟（馬場井�５９３－６３２３）
★日野市ミニテニス協会春季大会　
４月２８日�午前９時～午後３時３０分
／南平体育館／混合、女子ダブルス
／市内在住・在勤・在学者対象／７００
円（保険料ほ

か）※会員５００円／４月１５
日�までに同協会（五十嵐�５９２－
５６８２）へ
 

　先着順で掲載します。２度目以降
の掲載は前回掲載日の３カ月後から
受け付けます。
★バドミントンクラブ「ひのスマッ
シュ」　毎週金曜日午後１時～５時、
土曜日午後６時～９時※月１回日曜
日午前中あ

り／市内中学校な
ど／初級～

上級※初心者歓迎／１回４００円※指
導あ

り／藤井（�５９３－９９５６）
★ハイキングクラブ四季　高尾山か
ら北アルプスまでランク別山行※毎
月第４水曜日夜八王子労政会館で例
会あ

り／入会金１千円、月１千円／安
川（�５８４－３６６２）
★雅着つけサークル　毎月第２・第
４水曜日�午前１０時～正午�午後７
時～９時／�南平駅西交流センター
�中央福祉センターな

ど／ゆかたの着
方／初心者対象／入会金２千円、２
回１千円※指導あ

り／ゆかた一式持参
／戸澤（�５８４－２０８１）
★女声コーラス「青い鳥」　 毎週火
曜日午前９時３０分～正午／高幡福祉
センター／ボイストレーニングあり
※見学歓迎／月５千円／横山（�５８６
－３１３７）

スポーツスポーツ

会員募集会員募集


